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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置が該ユーザ装置のホームネットワーク以外の通信ネットワークを訪問してい
るときに、該ユーザ装置がユーザプレーン接続上で少なくとも１つのロケーションサービ
スエンティティとの間においてロケーションサービス情報を通信することを可能にする情
報を、該ユーザ装置に提供するステップと、
　訪問されている前記通信ネットワークにおいて、前記ユーザ装置と前記ロケーションサ
ービスエンティティとの間に前記ユーザプレーン接続を確立するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記提供するステップが、前記ユーザ装置に情報を格納するステップを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記格納するステップが、複数の通信ネットワークに関連したロケーションサービスエ
ンティティのための複数のユーザプレーンアドレスを格納するステップを含む、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記格納するステップが、前記ユーザ装置の加入者識別モジュール内にアドレス情報を
格納するステップを含む、請求項２又は請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記提供するステップが、前記訪問されている通信ネットワークに関連したロケーショ
ンサービスエンティティのアドレスに関する情報を前記ユーザ装置に送信するステップを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記送信するステップが、前記ホームネットワークのロケーションサービスエンティテ
ィから前記アドレスに関する情報を送信するステップを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザ装置と前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンティティと
の間に接続を確立するステップと、
　前記訪問されているネットワークに関連したロケーションサービスエンティティのユー
ザプレーンアドレスを前記ユーザ装置において受信するステップと、
　前記ユーザ装置と前記訪問されているネットワークの前記ロケーションサービスエンテ
ィティとの間にユーザプレーン接続を確立するために、受信された前記ユーザプレーンア
ドレスを用いるステップと、
をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記提供するステップが、前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンテ
ィティのアドレスを前記ユーザ装置に提供するステップを含み、
　さらに、
　前記ユーザ装置と前記訪問されているネットワークのロケーションサービスエンティテ
ィとの間に前記ホームネットワークのロケーションサービスエンティティを介してユーザ
プレーン接続を確立するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ装置と前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンティティと
の間にユーザプレーン接続を確立するステップと、
　前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンティティと、前記訪問されて
いるネットワークの前記ロケーションサービスエンティティの間に接続を確立するステッ
プと、
　前記ユーザ装置と、前記訪問されているネットワークの前記ロケーションサービスエン
ティティとの間において、前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンティ
ティを介して、ユーザプレーン通信をルーティングするステップと、
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザプレーン接続を確立するステップが、
　前記ユーザ装置に提供された前記情報に基づいて、該ユーザ装置によりユーザプレーン
接続の確立を開始するステップを含む、請求項１から請求項９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザプレーン接続を確立するステップが、
　前記訪問されているネットワークのロケーションサービスエンティティによって、前記
訪問されているネットワークの前記ロケーションサービスエンティティと前記ユーザ装置
との間におけるユーザプレーン接続の確立を開始するステップを含む、請求項１から請求
項７のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザ装置に提供された前記情報に基づいて、前記訪問されているネットワークの
前記ロケーションサービスエンティティに権原を与えるステップをさらに含む、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　訪問されているネットワークの識別に対する問合せを送信するステップをさらに含む、
請求項１から請求項１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
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　前記アドレス情報が、セキュアユーザプレーンロケーションサーバのユーザプレーンア
ドレスを含む、請求項１から請求項１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザ装置によって開始された呼に関連してロケーション情報が必要とされている
ことを検知するステップを含む、請求項１から請求項１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記呼が緊急呼であることを検知するステップを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　複数のネットワークを具備する通信システムであって、
　前記複数のネットワークのうちの１つのネットワークがユーザ装置のホームネットワー
クであり、前記複数のネットワークのうちの少なくとも１つの他のネットワークが、前記
ユーザ装置が訪問することを許されているネットワークであり、
　前記通信システムが、さらに、
　前記ユーザ装置が訪問することを許されている前記少なくとも１つの他のネットワーク
に関連した少なくとも１つのロケーションサービスエンティティを具備し、
　前記ユーザ装置が、
　前記少なくとも１つのロケーションサービスエンティティの少なくとも１つのユーザプ
レーンに関する情報を用いるように、かつ、
　該ユーザ装置が訪問することを許されている前記少なくとも１つの他のネットワークを
訪問しているときに前記少なくとも１つのロケーションサービスエンティティとの間にお
いてユーザプレーンに関するロケーションサービス情報を通信するように、構成されてい
る、ことを特徴とする通信システム。
【請求項１８】
　ユーザ装置であって、
　該ユーザ装置が該ユーザ装置のホームネットワーク以外の通信ネットワークを訪問して
いるときに、少なくとも１つのロケーションサービスエンティティとの間においてユーザ
プレーン接続に関するロケーションサービス情報を通信することを可能にする情報を受信
するための受信手段と、
　訪問されている前記通信ネットワークにおいて前記ユーザ装置と前記ロケーションサー
ビスエンティティとの間に前記ユーザプレーン接続を確立するための確立手段と、
を具備することを特徴とするユーザ装置。
【請求項１９】
　複数のロケーションサービスエンティティに対する複数のユーザプレーンアドレスに関
する情報を格納するためのメモリを具備する、請求項１８に記載のユーザ装置。
【請求項２０】
　前記メモリが前記ユーザ装置のユーザ識別モジュールによって提供される、請求項１９
に記載のユーザ装置。
【請求項２１】
　前記ユーザ装置により前記ユーザプレーン接続の確立を開始するための開始手段を具備
する、請求項１８から請求項２０のいずれかに記載のユーザ装置。
【請求項２２】
　ユーザ装置が該ユーザ装置のホームネットワーク以外の通信ネットワークを訪問してい
るときに、前記ユーザ装置が少なくとも１つのロケーションサービスエンティティとの間
においてユーザプレーン接続に関するロケーションサービス情報を通信することを可能に
する情報を、前記ユーザ装置に提供するための提供手段と、
　訪問されている前記通信ネットワークにおいて前記ユーザ装置と前記少なくとも１つの
ロケーションサービスエンティティとの間に前記ユーザプレーン接続を確立するための確
立手段と、
を具備することを特徴とするロケーションサービス装置。
【請求項２３】
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　前記格納手段が、複数の通信ネットワークに関連するロケーションサービスエンティテ
ィのための複数のユーザプレーンアドレスを格納するための格納手段を具備する、請求項
２２に記載のロケーションサービス装置。
【請求項２４】
　前記提供手段が、前記訪問されている通信ネットワークに関連したロケーションサービ
スエンティティのアドレスに関する情報を前記ユーザ装置に送信するための送信手段を具
備する、請求項２２に記載のロケーションサービス装置。
【請求項２５】
　前記送信手段が、前記ホームネットワークのロケーションサービスエンティティから前
記アドレスに関する情報を送信するための第２の送信手段を具備する、請求項２４に記載
のロケーションサービス装置。
【請求項２６】
　前記ユーザ装置と前記ホームネットワークの前記少なくとも１つのロケーションサービ
スエンティティとの間に接続を確立するための第２の確立手段と、
　前記送信されたユーザプレーンアドレスを使用して前記ユーザ装置と前記訪問されてい
るネットワークの前記ロケーションサービスエンティティとの間にユーザプレーン接続を
確立するための第３の確立手段、
をさらに具備する、請求項２５に記載のロケーションサービス装置。
【請求項２７】
　前記提供手段が、前記ホームネットワークの前記少なくとも１つのロケーションサービ
スエンティティのアドレスを前記ユーザ装置に提供するための第２の提供手段を具備し、
　さらに、
　前記ユーザ装置と前記訪問されているネットワークのロケーションサービスエンティテ
ィとの間に前記ホームネットワークの前記ロケーションサービスエンティティを介してユ
ーザプレーン接続を確立するための第２の確立手段を具備する、請求項２２に記載のロケ
ーションサービス装置。
【請求項２８】
　前記確立手段が、前記訪問されているネットワークのロケーションサービスエンティテ
ィによって、前記訪問されているネットワークの前記ロケーションサービスエンティティ
と前記ユーザ装置との間における前記ユーザプレーン接続の確立を開始するための開始手
段を具備する、請求項２２に記載のロケーションサービス装置。
【請求項２９】
　前記ユーザ装置に提供される前記情報に基づいて、前記訪問されているネットワークの
前記ロケーションサービスエンティティに権原を与えるための手段をさらに具備する、請
求項２８に記載のロケーションサービス装置。
【請求項３０】
　前記訪問されているネットワークの識別に対する問合せを送信するための手段をさらに
具備する、請求項２２に記載のロケーションサービス装置。
【請求項３１】
　前記情報がセキュアユーザプレーンロケーションサーバのユーザプレーンアドレスを含
む、請求項２２に記載のロケーションサービス装置。
【請求項３２】
　ロケーション情報が前記ユーザ装置により開始された呼との関係で必要とされるか否か
を検知するための手段をさらに具備する、請求項２２に記載のロケーションサービス装置
。
【請求項３３】
　前記呼が緊急呼であることを検知するための手段をさらに具備する、請求項３２に記載
のロケーションサービス装置。
【請求項３４】
　ユーザ装置が該ユーザ装置のホームネットワーク以外の通信ネットワークを訪問してい
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るときに前記ユーザ装置が少なくとも１つのロケーションサービスエンティティとの間に
おいてユーザプレーン接続に関するロケーションサービス情報を通信することを可能にす
る情報を、前記ユーザ装置において受信する段階と、
　訪問されている前記通信ネットワークにおいて前記ユーザ装置と前記ロケーションサー
ビスエンティティとの間に前記ユーザプレーン接続を確立する段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムに関連して提供される位置情報サービスに関連し、特に、ホー
ム・ネットワーク以外のネットワークに訪問している(visiting)モバイル・ユーザ装置の
位置に関する情報を提供するときの、情報の通信に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術の説明：
　種々のサービスが、通信システムを使うモバイル・ユーザ装置のユーザのために提供さ
れ得る。モバイル・ユーザ装置の分野における最近の開発は、ユーザ装置又は他の当事者
のためのサービスを提供するときに、モバイル・ユーザ装置の位置に関する情報が、決定
されて利用されるようなやり方(arrangements)に繋がってきている。そのようなサービス
は、しばしば、位置に敏感なサービスと呼ばれる。
【０００３】
　モバイル・ユーザ装置は、例えば、モバイル電話、ラップトップ・コンピュータ、パー
ソナル・データ・アシスタント、又は、他のステーションとのワイヤレス通信が利用可能
にされた他のモバイル・ステーションを含み得る。通信システムのユーザのための移動性
(mobility)を提供する通信システムの例は、公衆ランド・ライン・モバイル・ネットワー
ク(ＰＬＭＮ)、又は、セルラー・ネットワークである。他の例は、少なくとも部分的に、
通信衛星の使用に基礎をおくモバイル通信システムである。ワイヤレス通信は、ローカル
・ワイヤレス・エリア・ネットワークによるような他のやり方によっても提供され得る。
【０００４】
　当業者は、ワイヤレス通信システムの基本的原理を知悉している。ワイヤレス通信シス
テムは一般的に、システムの種々の要素が何を行うことを許されるか、そして、如何にし
て、それが実現されるかを設定する、所定の標準(standard)又は仕様(specification)に
従って作動する。例えば、標準又は仕様は、ユーザ、又はより正確にはユーザ装置(equip
ment)又は端末(terminal)が、回路スイッチされたサービス、又は、パケット・スイッチ
されたサービス、又は、その双方を与えられるか否かを規定し得る。接続のために使用さ
れるべき通信プロトコル、及び／又は、パラメータもまた一般的に規定される。例えば、
如何にして、ユーザ装置と通信ネットワークの要素の間で通信が実行される(implemented
)かのやり方は、一般的に、所定の通信プロトコルに基礎を置く。換言すれば、通信がそ
の上に基礎を置き得る「規則」の特定の組が、通信システムによる通信を可能とするよう
に規定される必要がある。
【０００５】
　通信システムは、作動可能となるために、種々の異なった機能を提供できる必要がある
。これらの機能は、異なったカテゴリーに分割され得る。カテゴリーは、音声又はマルチ
メディア又はシステム内の他のデータ・コンテントのような、実際の通信の搬送(carryin
g)に関連する機能を含む。他のカテゴリーは、種々のサービス及び実際の通信の制御のよ
うな、制御又は管理機能によって形成されているものとして見られ得る。異なった機能と
関連するシグナリングは、このように、異なったプレーン(planes)の上で実行されている
ものとして理解される。例えば、制御メッセージは、制御プレーンの上で通信され、実際
の通信は、ユーザ・プレーンの上で運ばれる(transported)。ユーザ・プレーン上の通信
は、制御プレーン上の制御メッセージのシグナリングによってサポートされる。事前に規
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定された規則が一般的に、通信のために使用されるべき適切なプレーンを指令(dictate)
する。
【０００６】
　一般的に、通信システムは、別個のチャンネルによって(例えば、分離されたシグナリ
ング及び通信チャンネルによって)、異なったプレーンを提供する。例えば、シグナリン
グ・システム７(ＳＳ７)コア・ネットワーク及びＱ．931／ＧＳＭ／ＷＣＤＭＡサブスク
ライバ・アクセスによって、そのような構成(arrangements)が採用される。それ故、用語
「シグナリング・チャンネル」は、制御プレーン通信に言及するときに使用され得る。同
様に、用語「通信チャンネル」は、ユーザ・プレーン通信に言及するときに使用され得る
。
【０００７】
　通信システムの種々の機能は、互いに全く独立に開発されてきたかもしれない。異なっ
たプロトコルもまた、異なった通信システムで使用されるかもしれない。標準及びプロト
コルは、例えば、一定の目的のために、どのプレーンが使用されるべきかを規定する。
【０００８】
　モバイル・ネットワーク装置、及び／又は、ユーザ装置が、ユーザ装置の、従ってユー
ザの、地理的位置に関する情報の提供のために採用され得る。モバイル・ユーザ、及び、
それ故(thus)そのユーザは、種々の異なった技術によって位置決めされ得る。例えば、ユ
ーザ装置と関連する、実質的に正確な地理的位置情報は、衛星ベースの位置特定(positio
ning)システム、例えばＧＰＳ(Global Positioning System)又はガリレオ、に基づいて獲
得され得る。より正確な位置情報が、異なったＧＰＳ又はアシステッドＧＰＳ(Ａ－ＧＰ
Ｓ)を通じて獲得され得る。あるアプローチにおいて、セル又は類似の地理的に限定され
た無線アクセス・エンティティ、及び、通信システムの関連するコントローラが、モバイ
ル・ユーザ装置の位置に関する予測(estimate)の生成において利用される。位置情報の正
確性を改善するために、通信システムには、ユーザ装置を位置決めするときに使用され得
る、より正確なデータ又は追加のデータを提供する、特定の位置測定ユニット(ＬＭＵｓ
：location measurement units)のような追加の装置が提供され得る。
【０００９】
　ユーザ装置がそのホーム・ネットワークの外側に配置されるとき、即ち、ユーザ装置が
、訪問した(visited)又は「他地域の(foreign)」ネットワークのカバレッジ領域内に配置
されるときに、ユーザ装置の地理的な位置についての情報を決定する(conclude)こともま
た可能である。訪問したネットワークは、例えば、位置情報に基礎を置くサービスをサポ
ートするために、又は、ルーティング及び支払い請求の目的のために、モバイル・ユーザ
装置の位置をホーム。ネットワークに送信して戻す(transmitting back)能力を持つよう
にされ得る。
【００１０】
　位置情報は、緊急コールを発呼した移動電話の位置の探知のためのような種々の目的の
ため、商業目的のための車両又は所定のモバイル・サブスクライバの位置特定のため、等
に使用され得る。一般的に、クライアント(例えば、ユーザに関する位置情報を受信する
ことを望むユーザ又は他のエンティティ)は、位置サービス提供エンティティへの位置情
報に対する要求を送り得る。適切な位置サービス・エンティティは次に、要求を処理し、
要求されたデータを獲得し、適切な応答を生成する。
【００１１】
　位置決めサービスに関連する通信は、制御プレーン、及び／又は、ユーザ・プレーンの
上でシグナリングされ得る(その選択は、アプリケーションに依存する)。
【００１２】
　位置決定のための情報の少なくとも一部の通信のための制御プレーンを使用するアプリ
ケーションは一般に、埋め込まれた(embedded)シグナリング・プロトコルを採用する。位
置情報サービスと関連する通信は、制御プレーンの上でのみ通信され得る。しかし、これ
は、制御プレーンに比較的高い負荷を与え得る。これは、特に、モバイル・ユーザ装置と
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、モバイル・ユーザ装置にサービスしている無線ネットワークの間の、放送中のインター
フェース(on the air interface)の場合のケースであり得る。
【００１３】
　モバイル・ユーザ装置が、位置決めサービス情報の少なくとも一部の通信のためにシグ
ナリングするユーザ・プレーンを用いることによって位置決めされ得ることが提案されて
きた。ユーザ・プレーン・アプリケーションのいくつかは、関連するサーバとモバイル・
ユーザ装置の間のユーザ・プレーンの上でデータ接続が確立されることによって、位置決
定で必要とされる無線インターフェース情報を転送するような、オーバーレイ・ソリュー
ションの一種である。ユーザ・プレーン・データ接続は、位置情報の通信のために特別に
確立されるものであり得る。他のアプローチにおいて、位置情報は、他の目的のために確
立された(established)ユーザ・プレーン接続の上で通信され得る。ユーザ・プレーン・
シグナリングは、例えば、インターネット・プロトコル(ＩＰ)、又は、ショート・メッセ
ージ・サービス・メッセージのようなデータ・メッセ－ジのような、適切な通信プロトコ
ルに基礎を置き得る。ユーザ・プレーンが使用されるような、オープン・モバイル・アラ
イアンス(ＯＭＡ)で提示されたプロポーザルの例は、ワーク・ネーム(work name)「セキ
ュア・ユーザ・プレーン・ロケーション(ＳＵＰＬ：Secure User Plane Location)」によ
って知られている。
【００１４】
　実際上、ユーザ・プレーン位置決めシステムは、モバイル・ユーザ装置が、ユーザ・プ
レーン上のサーバと情報を交換できるように、モバイル・ユーザ装置が、ユーザ・プレー
ン位置決めサーバのための、アドレス又は他のルーティング情報を知っていることを要求
する。ユーザ・プレーン位置決めサーバは、モバイル・ユーザ装置へのユーザ・プレーン
接続(connection)を形成するために、モバイル・ユーザ装置の、又は、他のルーティング
情報の、モバイル・サブスクライバ・インテグレーテッド・サービシズ・デジタル・ナン
バ(ＭＳＩＳＤＮ)又は他の識別子のような身元(identity)も知る必要があり得る。
【００１５】
　この提案は、ユーザが、彼／彼女のホーム・ネットワーク内に居るときに、満足するよ
うに作動すると信じられる。しかし、ユーザが、他のネットワーク内をローミングしてい
るときに、問題が発生し得る。ローミング(roaming)しているユーザ装置は、ローカルの
ユーザ・プレーンで可能とされている位置決めサービス・エンティティ(例えば、ローカ
ルＳＵＰＬサーバ)に関連するアドレス又は身元(identity)情報を知らないかもしれない
。もし、ユーザ装置が、ホーム・ネットワーク位置サービス・エンティティのアドレスだ
けを知っているならば、問題は、ホーム・ネットワーク位置サービス・エンティティが、
ローミングしているネットワークにおいて関連し、有効である支援データを提供できない
かもしれないことである。もし、モバイル・ステーションが、ローミング中に、ユーザ・
プレーンが利用可能とされた位置サービス・エンティティ(user plane enabled location
 service entity)から位置要求(location request)を得るならば、ユーザ装置は、位置サ
ービス・エンティティが、位置情報を要求すること、及び、支援データを送ることが許さ
れた正当なエンティティであることを信頼できることが必要とされ得る。
【００１６】
　あり得る問題の、より詳細な例として、フィンランドのセルラー・ネットワークへのサ
ブスクライバであるようなユーザが、米国内のセルラー・ネットワーク内をローミングす
るような状況を考えよう。ユーザのモバイル・ユーザ装置は、米国内のローミングしてい
るネットワークのローカル・サーバ(例えば、ローカルＳＵＰＬサーバ)のＩＰアドレスを
知らない。それにも関わらず、ローカル・サーバは、例えば、緊急サービスのために、ロ
ーミングしているユーザ装置の位置を提供することを可能とするために、ローミングして
いるユーザ装置の位置を知る必要があり得る。緊急コールの場合には、ローミングされて
いるネットワークのローカル・サーバは、モバイル・ユーザ装置からの位置情報を要求す
ることを試み得るが、モバイル・ユーザ装置は、その要求の発信者(origin)を信用できる
か否かを知らない。更に、もし、モバイル・ユーザ装置が、支援データ(assistance data
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)を得ることを望むならば、一定のアプリケーションにおいて、ユーザ装置が、フィンラ
ンドのホーム・ネットワーク内の位置サービス・サーバのユーザ・プレーン・アドレスを
知り得ることが可能である。しかし、ホーム・ネットワーク・サーバは、米国内の位置特
定(location)のために必要とされる全ての支援データは持たないかもしれない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の実施例は、一つあるいは複数の上記問題を取り扱うことを目的とする。
【００１８】
　本発明の１つの実施例によれば、通信システムに関連して(in association with)提供
される位置情報サービスと関連する(in association with)、通信のためのメディア(medi
a)を実現するための方法は、ユーザ装置が、ホーム・ネットワーク以外の通信ネットワー
クに訪問している(visiting)ときに、ユーザ装置に、ユーザ装置がユーザ・プレーン接続
(connection)上で、少なくとも１つの位置サービス・エンティティと通信することを可能
とする情報を提供するステップを含む。この情報は、次に、訪問している通信ネットワー
クにおける、ユーザ装置と、位置決めサービス・エンティティの間のユーザ・プレーン接
続の確立(establishment)のために使用され得る。
【００１９】
　他の実施例によれば、通信システムとの通信状態のユーザ装置に関する位置情報を提供
するための位置決め(location)サービス構成(arrangement)が提供される。本通信システ
ムは、複数のネットワークであって、その１つが、ユーザ装置のホーム・ネットワークで
あり、少なくとも１つの他のネットワークが、ユーザ装置が、訪問する(visit)ことが許
されるネットワークである複数のネットワークを備える。位置決めサービス構成は、ユー
ザ装置のホーム位置サービス・エンティティ、及び、前記他のネットワークの少なくとも
１つと関連する少なくとも１つの更なる位置決めサービス・エンティティを含む。この構
成(arrangement)は、ユーザ装置が、少なくとも１つの位置決めサービス・エンティティ
の、少なくとも１つのユーザ・プレーン・アドレスに関する情報を使用し、ホーム・ネッ
トワーク以外のネットワークに訪問しているときに、位置決めサービス情報をユーザ・プ
レーン上で通信するように構成されるようなものである。
【００２０】
　更に他の実施例によれば、少なくとも２つのネットワークとの通信のために構成された
ユーザ装置であって、当該ネットワークの１つが、ユーザ装置のホーム・ネットワークで
あり、少なくとも１つの他のネットワークが訪問されているネットワークである、ユーザ
装置が提供される。ユーザ装置は、少なくとも１つの位置決めサービス・エンティティの
、少なくとも１つのユーザ・プレーン・アドレスに関する情報を使用し、ホーム・ネット
ワーク以外のネットワークに訪問しているときに、ユーザ・プレーン上で位置決めサービ
ス情報を通信するように構成される。
【００２１】
　実施例は、訪問しているネットワーク内でローミングするユーザ装置のための位置決め
サービスに関連する情報のユーザ・プレーン通信の採用を可能とし得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明のより良い理解のために、これから、例示としての、添付の図面への参照が為さ
れる。
【００２３】
　まず、図１への参照が為される。これは、通信システム(その中で本発明が実施され得
る)の単純化された提示である。この発明の詳細な説明は、特定のタイプの無線アクセス
・ネットワーク及び通信システムと関連する種々の要素を参照するが、それらは、本発明
の理解を促進するためだけのために、提示され、記載されていることが理解されるべきで
ある。類似の機能性(functionality)が、いくつかの代替的な構成(arrangements)によっ
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て提供され得る。
【００２４】
　より特定的には、図１は、モバイル・ユーザ装置1のために移動性を提供している２つ
のセルラー・ネットワーク２及び3を示す。ネットワーク2は、ユーザ装置1のホーム・ネ
ットワーク(即ち、ユーザ装置1が、そこに加入しているネットワーク)である。ネットワ
ーク3は、訪問されている(visited）ネットワーク(即ち、ユーザ装置1が、その中にロー
ミングしてきたネットワーク)である。ネットワークを接続するために、インターフェー
ス4が提供される。
【００２５】
　ネットワーク2及び3の各々には、適切な数の無線アクセス・ネットワーク(即ち、複数
のセル)が提供される。モバイル・ユーザ装置1は、サービスを提供しているアクセス・ネ
ットワークのベース・ステーション5とのワイヤレス・インターフェース上で通信し得る
。ベース・ステーションの各々は、アクセス・ネットワーク・コントローラによって共通
に制御される。例えば、第３世代(３Ｇ)のアクセス・ネットワーク・コントローラ(ＲＮ
Ｃ)、又は、第２世代(２Ｇ)標準の、より従来的なベース・ステーション・コントローラ(
ＢＳＣ)が、そのような目的のために使用されうる。アクセス・ネットワーク・コントロ
ーラは、適切なインターフェース構成(arrangements)を介して、ＭＳＣ(mobile switchin
g centre:モバイル・スイッチング・センタ)、及び／又は、ＳＧＳＮ(serving general p
acket radio service support node: サービング・ジェネラル・パケット無線サービス・
サポート・ノード)のような、セルラー・システムの、適切なコア・ネットワーク・エン
ティティに接続され得る。
【００２６】
　ユーザ装置1のホーム・ネットワーク2には、ホーム・ロケーション・レジスタ6又は類
似のサブスクライバ・データベースをも提供され得る。
【００２７】
　アクセス・ネットワークとの通信に適応された、如何なる適切なモバイル・ユーザ装置
も、ネットワークに接続するために使用され得る。例えば、ユーザは、パーソナル・コン
ピュータ(ＰＣ)、パーソナル・データ・アアシスタント(ＰＤＡ)、モバイル・ホン等のよ
うなモバイル・ステーション(ＭＳ)のようなユーザ装置によってセルラー・ネットワーク
にアクセスし得る。当業者は、モバイル・ステーションのような一般的なモバイル・ユー
ザ装置の特徴と作動に馴染みがある。従って、ユーザが、ネットワークからデータを受信
し及びネットワークへデータを送信するために、及び、例えば、マルチメディア・コンテ
ントを経験するために、コールの発呼や受信のようなタスクのためにモバイル・ユーザ装
置を使用し得ることを注記するだけで充分である。
【００２８】
　無線アクセス・ネットワーク内のユーザ装置は、一般的に、無線ベアラ(radio bearers
)(ＲＢ)と呼ばれる無線ネットワーク・チャンネルを介して、無線ネットワーク・コント
ローラと通信し得る。各々のユーザ装置は、如何なる、或る時刻においてもオープンして
いる、１つあるいはそれ以上の、無線ネットワーク・コントローラとの、無線ネットワー
ク・チャンネルを持ち得る。
【００２９】
　モバイル・ユーザ装置には一般的に、これらのタスクを実現するための、プロセッサと
メモリ手段が提供される。モバイル・ユーザ装置は、信号をワイヤレスで、モバイル通信
ネットワークのベース・ステーションから受信し、及び、当該ベース・ステーションへ送
信するための、適切なアンテナ要素を含み得る。モバイル・ユーザ装置には、モバイル・
ユーザ装置のユーザのために、画像及び他のグラフィカル情報を表示するためのディスプ
レイをもが提供され得る。スピーカー手段もまた、提供され得る。モバイル・ユーザ装置
の作動は、制御ボタン、ボイス・コマンド、等のような適切なユーザ・インターフェース
によって制御され得る。
【００３０】
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　明確性の観点から１つのモバイル・ユーザ装置だけが図１に示されるが、いくつかのユ
ーザ装置がセルラ・システムを介して通信状態にあり得ることが理解されるべきである。
【００３１】
　ユーザ装置が、ベース・ステーションのカバレッジ・エリア内を、及び、セルから他の
セルに、更に、ネットワークから他のネットワークに、自由に移動するので、モバイル・
ユーザ装置1の位置は、時間とともに変化し得る。上述のように、モデム通信システムは
、ユーザ装置の地理的位置に関する情報を提供する能力を持つ。地理的位置は、例えば、
少なくとも１つのベース・ステーションに関しての(relative to)モバイル・ユーザ装置
の位置を基礎として、及び／又は、衛星ベースのシステム9からの情報に基づいて、又は
、他の外部位置情報源から規定され得る。ユーザ装置の地理的な位置は、例えば、Ｘ及び
Ｙ座標で、又は、軽度及び緯度で規定され得る。可能性としては、例えば、球面座標シス
テム等に基づいた、規定された複数の半径及び角度の間の関係を使用することが考えられ
る。垂直方向の、ベース・ステーション、及び／又は、モバイル・ユーザ装置の位置を規
定することもまた可能である。例えば、垂直方向での位置情報を提供するときに、Ｚ座標
が使用され得る。垂直位置は、例えば、山岳地帯の環境、又は、高いビルを持つ町におい
て必要とされ得る。
【００３２】
　図１は、位置サービス(ＬＣＳ)クライアント8をも示す。位置サービス・クライアント
は、通信システムからの位置情報を要求し得る。このようにして、位置サービス・クライ
アント8は、何の目的に対するものであれ、１つあるいはそれ以上のターゲット・ユーザ
装置の位置情報に対する要求を行い得る論理的機能エンティティとして見られ得る。位置
特定サービス・クライアントは、一般的に、ターゲット・ユーザ装置の位置(又は位置履
歴)に関する、少なくとも或る程度の情報を受信することが許容されるために、事前に規
定されたやり方で権原を授与されている(authorized)必要がある。位置決めサービス・ク
ライアント8は、位置情報を利用し得る、何らかのエンティティであり得る。位置決めサ
ービス・クライアントは、通信ネットワークの外部のエンティティであり得る。位置決め
サービス・クライアントは、内部クライアント(ＩＬＣＳ)、即ち、通信システム内の何ら
かのエンティティ又はノード(モバイル・ユーザ装置を含む)内に存在するもの、でもあり
得る。位置決めサービス・クライアントの例には、純粋な位置情報サービス、位置情報が
利用できるゲーム、船隊(fleet)管理アプリケーション、及び、緊急サービスのようなサ
ービス・アプリケーションが含まれる。位置の精度が重要なサービス・アプリケーション
は、例えば、サービス又はコンテントのセグメント化(segmentation)の操作性を強化する
ような、種々の目的のための位置情報を使用し得る。
【００３３】
　位置情報を提供するために、通信システムには、ターゲット・ユーザ装置の地理的位置
を決定するための、種々の異なった手段が提供されうる。位置情報は、１つあるいは複数
の適切な位置決め技術を用いることによって獲得され得る。位置決めサービス・エンティ
ティは、サービス・エリア・アイデンティティ(ＳＡＩ)、アシステッドＧＰＳ(Ａ－ＧＰ
Ｓ)、及び、ＯＴＤＯＡを取り扱うための機能のような能力を含み得る。サービスを提供
している位置決めサービス・エンティティ10は、例えば、端末ベースの位置決め情報を要
求するために、端末測定(terminal measurements)を要求するために、又は、位置決めサ
ービス支援データを配送するために、ユーザ装置1と通信し得る。
【００３４】
　如何にして、位置決めサービス・エンティティが、ユーザ・プレーン上でユーザ装置と
通信し得るかについて、いくつかのやり方が存在する。好ましいアプローチによれば、位
置決めサービス・エンティティ、及び／又は、ユーザ装置は、そのＩＰアドレスによって
アドレッシング(addressed)される。ＩＰアドレスの使用は、ユーザ装置と位置決めサー
ビス・エンティティの間の専用のＩＰセッションの確立を可能とする。
【００３５】
　ユーザ装置1は、位置測定、及び／又は、計算を実行するために適応され得、従って、
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位置決定は、ユーザ装置において、少なくとも部分的に実行され得る。ユーザ装置は、複
数の外部ソースから受信された情報を処理するように構成され得る。位置決め情報の少な
くとも一部が、通信システムとは別個のシステムによって提供された情報に基づいて提供
され得る。例えば、情報は、グローバル・ポジショニング・システム(ＧＰＳ)、ディフェ
レンシャルＧＰＳ、又はそれらに類するもの、のような衛星ベースのシステム9によって
提供され得る。ユーザ装置は、ＧＰＳが利用可能な端末であり得る。即ち、ユーザ装置に
は、ＧＰＳ受信器と、ＧＰＳデータを処理するための手段が提供され得る。
【００３６】
　通信システムと関連する、位置決めサービス(ＬＣＳ：location service)の機能性は、
種々のエンティティによって提供され得る。クライアント8は、ＬＣＳクライアントにサ
ービスを提供するために必要なコンポーネント及びベアラ(bearers)を備える特定の位置
決めサービス・サーバに要求(request)を送り得る。サーバは、会話、データ、メッセジ
ング、他のテレサービス(teleservices)、ユーザ・アプリケーション、及び、追加的サー
ビスのような他の通信サービスと並行して、位置に基づくサービスのサポートを可能とす
るプラットフォームを提供し得る。このように、位置決めサービス・サーバは、要求に基
づいて、又は周期的に、クライアントに、ターゲット・ユーザ装置の、現在の、又は、(
可能であれば)最も最近の地理的位置を、又は、もし位置決めが失敗したら、エラー表示
と選択的に失敗の理由を、提供し得る。
【００３７】
　位置決めサービスは、通信システムと関連する種々のやり方によって提供され得る。図
１は、ネットワーク3と関連して位置決めサーバ10が提供され、ネットワーク2と関連して
位置決めサービス20が提供されるような構成(arrangement)を示す。しかし、ネットワー
クと関連した位置決めサービスの機能性(functionality)は、いくつかの位置決めサービ
ス・エンティティ(例えば、少なくとも１つのユーザ・プレーンの位置決めサーバに加え
て、位置決めサービス・サーバを制御するもの)を備え得ることが理解される。そのよう
な構成の非限定的な例は、ゲートウェイ・モバイル・ロケーション・センタ(ＧＭＬＣ)と
呼ばれる位置決めサービス(ＬＣＳ)サーバ・エンティティが、位置決めサービスを管理す
るエンティティを提供するように指定されるような３Ｇ仕様で与えられる。ＧＭＬＣは、
位置決めサービス・クライアント(ＬＣＳクライアント)のための位置情報の提供において
使用されうる、種々のデータを収集し、格納するためのものである。しかし、分配された
位置決めサービスは、全ての実施例においては要求されないので、ネットワーク当たり１
つの位置決めサービス・エンティティだけが、図１に示される。
【００３８】
　位置データは、通信システムに接続された種々のソースから、適切な位置決めサービス
・エンティティに提供され得る。位置データは、適切な処理能力が提供されるユーザ装置
においても処理され得る。次に、ユーザ装置は、位置決めサービス・エンティティに、又
は、クライアントに、位置の座標(co-ordinates)のような処理されたデータを提供し得る
。
【００３９】
　データを、位置情報サービスと関連して、ユーザ・プレーン接続(connection)上でシグ
ナリングすることが可能である。例えば、ＰＤＰ(パケット・データ・プロトコル)コンテ
キスト、データ・セル、ＷＬＡＮ(ワイヤレスＬＡＮ)通信、等のような他のユーザ・プレ
ーン通信メディアと並行して、そのような通信のために、パケット・スイッチされたイン
ターネット・プロトコル(ＩＰ)ユーザ・プレーン接続が提供され得る。例えば、位置情報
要求、応答、及び支援データのような、位置情報を提供することに関連するメッセージは
、位置要求に応答して確立されたＩＰ接続を介して配送され得る。
【００４０】
　音声、データ、又は、マルチメディア・コンテントのような電気通信トラフィックの、
ネットワーク3に訪問しているユーザ装置1への、及び／又は、当該ユーザ装置1からの通
信は、ユーザ・プレーンの上を運ばれる。実際の通信をサポートするメッセージのシグナ
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リングは、次に、制御プレーンの上を運ばれる。
【００４１】
　実施例において、位置情報サービスの作動をサポートしている情報の通信は、ユーザ装
置1とサービスを提供しているローカル位置サービス・エンティティ10の間において、ユ
ーザ・プレーン上でも運ばれ得る。そのようなシナリオにおいて、クライアント・アプリ
ケーション8は、サービスを提供しているローカル位置サービス・エンティティ10からの
ユーザ位置を要求し得る。そのような要求に続いて、モバイル・ユーザ装置1とローカル
位置サービス・エンティティ10の間で確立されたユーザ・プレーンＩＰセッションの上で
データが通信され得る。
【００４２】
　図１において、ユーザ・プレーン・セッション12は、ユーザ装置1と、訪問されている
ネットワーク3の位置サービス・エンティティ10の間で確立されているものとして示され
ている。ユーザ・プレーンＩＰセッションは、ユーザ装置1と、ユーザ装置1のホーム・ネ
ットワーク2の位置サービスエンティティ20の間でも確立され得ることが理解されるべき
である。
【００４３】
　ＧＰＳ受信器14(図３参照)は、ＧＰＳが、例えば、いわゆるアシステッドＧＰＳ(Ａ－
ＧＰＳ)法におけるような、位置情報の提供のために使用されるような場合のアプリケー
ションにおいてユーザ装置1として集積され得る。そのようなアプリケーションにおいて
、支援データ(assisted data)は、ネットワーク・サーバから、ＧＰＳ利用可能とされた
ユーザ装置に通信される必要がある(その作動を強化するために)。例えば、感度、カバレ
ッジ、及び応答時間が、位置データの提供を支援する追加の情報によって強化され得る。
Ａ－ＧＰＳアレンジメントのためのＧＰＳ支援データは、ユーザ・プレーンＩＰ接続を用
いて、ユーザ装置に転送され得る。Ａ－ＧＰＳ支援データは、支援サーバへの専用接続無
しに、ＩＰ接続を介して転送され得る。支援データが、要求された位置計算サービスの少
なくとも一部をも実行し得るエンティティによって提供され得ることが理解されるべきで
ある。
【００４４】
　ユーザ装置における支援されたＧＰＳ手順のいくつかは、例えば、ユーザ装置の位置に
ついてのセル・レベルの知識のような、初期の荒い位置情報予測を要求し得ることに留意
すべきである。この情報は、ユーザ装置のためにも、支援データによって提供され得る。
【００４５】
　ＧＰＳが利用可能とされたユーザ装置が、ＧＰＳ支援データを生成することも可能であ
る。支援データは、次に、専用ＩＰセッションを用いて、適切な位置サービス・エンティ
ティに報告され得る。
【００４６】
　通信のために、標準(standard)ベースのプロトコル・パラメータが使用され得る。例え
ば、ＧＰＳ利用可能なユーザ装置から支援データを収集するときに、パラメータは、３Ｇ
定義(definition)に基づき得る。
【００４７】
　以下の説明は、緊急コールを参照した、いくつかの例示的実施例を記述する。緊急コー
ルは、コールのタイプの検知に応じて、位置決定手順が自動的に開始されるように、コー
ルの当事者の位置を確立することが必要であり得るような、ようなセルの例である。
【００４８】
　ここで、ステップ100において、ユーザ装置によって為された緊急コールと関連した、
あり得る事象のフローを説明する図２のフローチャートに参照が為される。コールを行っ
ているモバイル・ユーザ装置は、ダイアルされた番号が、緊急コール番号であることを検
知するように構成され得る。緊急コールによって支援された位置決定は、次に、ステップ
102において、ユーザ装置が、コールが、緊急コールであることを検知するようなステッ
プを含む手順に基礎を置かれる。検知機能は、種々のやり方によって提供され得る。例え



(13) JP 4401393 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

ば、ユーザ装置には、例えば、番号911、112、10022、999等を含むテーブルのような、一
般的緊急コール番号のテーブルが提供され得る。コントローラが、次に、コールを監視し
得る。そして、もし、コールが、これらの番号の１つに開始されるならば、プロセッサに
よって、コールが緊急コールであることが結論付けられる。
【００４９】
　もし、モバイル・ユーザ装置が、コールが、緊急コールであることを検知するならば、
それは次に、ステップ104において、ユーザ・プレーン位置サービス・サーバへのユーザ
・プレーン接続を開始する。このステージにおいて、適切なルーティング情報が、ユーザ
・プレーン接続のセット・アップにおいて利用され得る。ユーザ装置に、適切なルーティ
ング情報及びその使用を提供するための、いくつかの例示的な可能性が、図３から６を参
照して、後に、より詳細に説明される。
【００５０】
　例えば、ユーザ装置が、その位置を決定するための支援データを受信する必要があり得
るので、ユーザ・プレーン接続が必要とされ得る。図２において、ステップ106において
、支援データはユーザ装置に通信される。モバイル・ユーザ装置は、その位置についての
情報の通信、又は、ユーザ・プレーン・サーバへの測定(measurements)のためにもユーザ
・プレーンを使用し得る。例えば、いわゆるモバイル・ステーション(ＭＳ)支援されたＡ
－ＧＰＳの場合には、そのようなデータはユーザ・プレーンの上を通信され得る。
【００５１】
　ステップ108において、位置決定と関連する情報が、ユーザ装置から、ローカル位置決
めサービス・サーバに通信され得る。ローカル位置決めサービス・サーバは、次に、ター
ゲットのユーザ装置の位置に関する情報を、クライアント・アプリケーションに通信し得
る。
【００５２】
　ユーザ装置ではなく、むしろ、適切なネットワーク要素が、最初に、セルが緊急コール
であることを認識することもまた、可能である。例えば、ネットワーク要素は、モバイル
・スイッチング・センタ(ＭＳＣ)、サービング・ジェネラル・パケット・ラジオ・サービ
ス・サポート・ノード(ＳＧＳＮ)、ゲートウェイ・ジェネラル・パケット・ラジオ・サー
ビス・サポート・ノード(ＧＧＳＮ)、又は、何らかの他の適切なネットワーク・コントロ
ーラであり得る。可能性があるものとして、パブリック・セイフティ・アンサリンング・
ポイント(ＰＳＡＰ)は、検知エンティティを提供する。検知に引き続いて、ＰＳＡＰは、
適切な位置決めサービス・エンティティから、ターゲットのモバイル・ユーザ装置(即ち
、緊急コール接続を要求したモバイル・ユーザ装置)に関連するエンティティ情報を要求
し得る。従って、検知ステップは、接続(connection)を要求しているユーザ装置とは異な
る他のエンティティでも実行され得る。
【００５３】
　モバイル・ユーザ装置ではなく、むしろネットワーク要素(element)は、ユーザ・プレ
ーン通信を用いた位置決め手順をも開始し得る。例えば、ユーザ・プレーン位置決めサー
ビス・エンティティ10は、モバイル・ステーション1へのユーザ・プレーン接続を開始し
得る。位置に関連する情報は、次に、ユーザ・プレーン上で交換されて、モバイル・ステ
ーションのための位置予測を獲得し得る。しかし、ローミングしているモバイル・ステー
ションは、ネットワーク・エンティティが、ユーザ装置の位置に関する情報を受信するた
めに、正当と認められることを立証(verify)できる必要がある。
【００５４】
　実施例において、ローミングしているユーザ装置は、ユーザ・プレーン接続セット・ア
ップを開始するために、又は、サーバが、情報の交換の当事者であるために正当と認めら
れることを立証するために、訪問されているネットワークのサーバのユーザ・プレーン・
アドレスに関する情報を使用し得る。訪問されているサーバのユーザ・プレーン・アドレ
スは、図３から６を参照して以下に説明されるような、種々のやり方でユーザ装置に提供
され得る。
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【００５５】
　一旦、位置予測が決定されると、それは、ＬＣＳクライアント、例えば、パブリック・
セイフティ・アンサリング・ポイント(ＰＳＡＰ)に運ばれる。もし、ＧＭＬＣのような、
中央位置決めサービス・エンティティが、ネットワーク内で提供されるならば、位置予測
は、ＧＭＬＣからクライアントに配送(delivered)され得る。これは、実施化(implementa
tion)の問題であり、通信システムがその基礎を置く標準(standard)に依存し得る。
【００５６】
　図３を参照して、可能性がある議論として、訪問されたネットワークの位置決めサービ
ス・エンティティのための、ユーザ・プレーン・アドレスについての情報を、モバイル・
ユーザ装置1のメモリ15に格納することが挙げられる。情報16は、ユーザ装置1がローミン
グして、その中に入り得るネットワークの身元(identities)(ＮＷ　ＩＤ)と関連する、全
ての正当な位置決めサービス・エンティティのアドレスを含み得る。例えば、ユーザ身元
モジュール(user identity module)は、サブスクライバが、その中にローミングして入る
ことが許されるネットワークの、正当な安全なユーザ・プレーン・ロケーション(ＳＵＰ
Ｌ：secure user plane location)サーバのアドレスのリストを含み得る。ユーザ身元モ
ジュールは、例えば、モバイル・ステーションの、サブスクライバ身元モジュール(ＳＩ
Ｍ：Subscriber Identity Module)カードを含み得る。
【００５７】
　ローミングしているモバイル・ユーザ装置が、ローミングした(roamed)位置決めサービ
ス・サーバから情報を要求する必要があるときに、それは、ローミングされたネットワー
クの身元に基づいて、正しいユーザ・プレーン・アドレスを発見できる。もし、モバイル
・ユ－ザ装置が、ローカル位置サービス・サーバから位置決め要求を受信するならば、そ
れは、リストをチェックすることによって要求を確認(validate)できる。もし、チェック
が肯定的ならば、更に進むための要求は正当である、と認められる。もし、リストに基づ
いて、サーバが正当であると認められないならば、要求は却下される。要求の処理は、ユ
ーザ装置のプロセッサ18によって実行され得る。
【００５８】
　位置決めサービス・サーバのアドレスは、初期的に格納されたアドレスから更新され得
る。新たなアドレスもまた、追加され得、アドレスは、削除されることもあり得る。更新
は、例えば要求に応じて遠隔的に、或いは、周期的に為され得る。
【００５９】
　図４は、ルーティング情報が、そのような情報が必要とされるときは何時でも、ローミ
ングしているモバイル・ユーザ装置1のために提供されるような実施例を示す。本実施例
に従って、モバイル・ユーザ装置は、それが、モバイル・ユーザ装置のホーム・ネットワ
ークの位置決めサービス・サーバ20の接続識別子(identifier)を知っており、そのことに
よって、ローミングしているネットワークからホーム・ネットワーク・サーバ20への接続
を確立するように構成される。
【００６０】
　モバイル・ユーザ装置1は、メッセージ30内において、ローミングしたネットワークを
識別する適切な情報を、ホーム・ネットワーク・サーバ20に提供し得る。ホーム・ネット
ワーク・サーバ20は、ローミングが可能な他のネットワークの位置決めサービス・サーバ
のＩＰアドレスを含むデータベース21を持つ。身元情報に基づいて、ホーム・ネットワー
ク・サーバ20は、次に、関連するアドレス情報を取得(fetch)し得、それを、メッセージ3
1内において、ローミングしているモバイル・ユーザ装置1に提供し得る。モバイル・ユー
ザ装置1は、次に、ローミングされているネットワークのローカル位置決めサービス・サ
ーバ10への接続を確立するためのアドレス情報を使用し得る。
【００６１】
　モバイル・ユーザ装置1は、この段階において、ホーム・サーバ20への接続を終了し得
、位置決め支援(location assistance)のための要求32を送ることによって、ローミング
されているネットワークのサーバ10への新たな接続を確立し得る。モバイル・ユーザ装置
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は、このようにして、ホーム・ネットワークからでなく、むしろ、ローカル・サーバ10か
ら、メッセージ33内の、ローカルの、従って、適切な、位置支援データを得ることがあり
得る。もし必要であれば、モバイル・ユーザ装置1は、メッセージ34内において、その位
置を、ローカル・サーバ10に送り得る。
【００６２】
　図５は、ホーム・ネットワークの位置決めサービス・サーバ20の接続識別子を知るモバ
イル・ユーザ装置1が、最初に、ホーム・ネットワーク・サーバへの接続を確立するよう
な実施例を示す(メッセージ40を見よ)。メッセージ40は、ローミングされているネットワ
ークの身元(identity)を持ち、支援データ(assistance data)を要求するホーム・サーバ2
0を提供する。
【００６３】
　訪問されているネットワークの位置決めサービス・サーバ10のための、関連するユーザ
・プレーン・アドレス情報は、ホーム・ネットワーク・サーバ20のために利用可能とされ
る。例えば、ホーム・ネットワーク・サーバ20には、モバイル・ユーザ装置1のローミン
グが可能であるような、他のネットワークの位置決めサービス・サーバのＩＰアドレスを
含むデータベース21が提供され得る。ホーム・ネットワーク・サーバ10は、この情報を使
用して、ローミングされているネットワークのサーバ10への接続を形成し得る(メッセー
ジ41を見よ)。
【００６４】
　ホーム・サーバ20は、次に、モバイル・ユーザ装置1とローミングされているサーバ10
の間の、透明な(transparent)ルータとして行動し得る(メッセージ42と43を見よ)。メッ
セージ42において、ローミングされているサーバ10には、位置決め支援データのための要
求が提供される。モバイル・ユーザ装置1は、次に、ローミングされているサーバ10から
、ホーム・サーバ20を介してルーティングされたメッセージ42内の位置決め支援データを
獲得し得る。例えば、緊急コール位置特定の目的のためにもし必要であれば、モバイル・
ユーザ装置は、その位置を、メッセージ43内に含めて、ローミングされているサーバ10に
送り得る。
【００６５】
　図６は、訪問されている位置決めサービス・サーバ10による位置決め要求50を取り扱う
ための実施例を示す。もし、モバイル・ユーザ装置1が、ホーム・ネットワーク位置決め
サービス・サーバ20のユーザ・プレーン接続を形成するために役立つ、ＩＰアドレス又は
他の識別子だけを知っているならば、モバイル・ユーザ装置1は、ホーム・サーバ20への
接続を確立し得る。メッセージ51内において、ホーム・サーバ20には、ローミングされて
いるサーバ10の身元（identity）が提供される。例えば、ローミングされているネットワ
ークの身元のような他の追加的情報が、このメッセージ内に含まれ得る。ホーム・サーバ
20には、ローミングが可能な他のネットワークの正当な位置決めサービスのＩＰアドレス
を得ているデータベース21が提供される。
【００６６】
　ホーム・サーバは、ローミングされているサーバの身元が、ホーム・サーバのデータベ
ース21内に格納されたアドレスのいずれかと一致するか否かをチェックし得る。ホーム・
サーバは次に、モバイル・ユーザ装置に、メッセージ52によって、チェックの結果を、知
らせ（inform）得る。モバイル・ユーザ装置1は、次に、ホーム・サーバ20への接続を終
了させ得る。もし、当該チェックが、ローミングされたサーバに位置情報が提供され得る
ことを示すならば、モバイル・ステーションは次に、ローミングされているネットワーク
の位置決めサービス・サーバ10からの要求に応答し得る（メッセージ53を見よ）。
【００６７】
　図７は、モバイル・ステーション1が、自分がローミングして入ったネットワークを識
別（identify）できないときに有用でありうる、更なる実施例を示す。この問題は、ホー
ム・ネットワーク位置決めサービス・サーバ20が、ユーザ装置1からのメッセージ61の受
領に応じて、サブスクライバのホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）6にコンタク



(16) JP 4401393 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

ト（contact）し、メッセージ62によって、ローミングされているネットワークの識別子
を要求するようなアレンジメント（arrangement）によって扱われ得る。ＨＬＲは次に、
メッセージ63内において識別子を戻す。これは、例えば、存在する３ＧＰＰ標準化された
モバイル・アプリケーション・パート（ＭＡＰ：Mobile Application Part）シグナリン
グを用いることによって、実現され得る。
【００６８】
　上述の記載は、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ユーザ・プレーン・セッションを
参照して本発明を説明するが、ユーザ・プレーン通信のために、これが唯一の可能性では
ないことが理解されるべきである。例えば、通信は、ＰＤＰコンテキスト、ショート・メ
ッセージ・サービス（ＳＭＳ）、データ・コール等によるシグナリングに基づいて発生し
得る。
【００６９】
　本発明の実施例が、モバイル・ステーションとの関係で説明されてきた一方、本発明の
実施例は、如何なる、他の、適切なタイプのユーザ装置にも応用可能であることが理解さ
れるべきである。
【００７０】
　ここで、上述の説明が、本発明の実施例を例示する一方、添付の請求項に規定される本
発明の範囲から離れること無しに、開示されたソリューションに為され得る、いくつかの
変形物及び修正が存在することにもまた、留意すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明が実施され得るような通信システムを示す。
【図２】１つの特定の実施例の作動を示すフローチャートである。
【図３】ローミングするユーザ装置と、訪問されるネットワークのネットワーク・エンテ
ィティの間のユーザ・プレーン接続を提供するための例を示す。
【図４】ローミングするユーザ装置と、訪問されるネットワークのネットワーク・エンテ
ィティの間のユーザ・プレーン接続を提供するための例を示す。
【図５】ローミングするユーザ装置と、訪問されるネットワークのネットワーク・エンテ
ィティの間のユーザ・プレーン接続を提供するための例を示す。
【図６】ローミングするユーザ装置と、訪問されるネットワークのネットワーク・エンテ
ィティの間のユーザ・プレーン接続を提供するための例を示す。
【図７】更なる実施例を示す。
【符号の説明】
【００７２】
１　モバイル・ユーザ装置
２　セルラー・ネットワーク
３　セルラー・ネットワーク
４　インターフェース
５　アクセス・ネットワークのベース・ステーション
６　ホーム・ロケーション・レジスタ
８　位置サービス(ＬＣＳ)クライアント
９　衛星ベースのシステム
１０　位置決めサービス・エンティティ
１２　ユーザ・プレーン・セッション
１４　ＧＰＳ受信器
１５　メモリ
１６　情報
１８　プロセッサ
２０　位置決めサービス
２１　データベース
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３０　メッセージ
３１　メッセージ
３２　要求
３３　メッセージ
３４　メッセージ
４０　メッセージ
４１　メッセージ
４２　メッセージ
４３　メッセージ
５０　位置決め要求
５１　メッセージ
５２　メッセージ
５３　メッセージ
６１　メッセージ
６２　メッセージ
６３　メッセージ

【図１】 【図２】
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